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第 1 部	 区主催による意見交換会等で出された提案等	 

Ⅰ	 練馬区都市計画マスタープラン区民意見交換会	 

開催回数	 開催日時	 テーマ	 参加者数	 

第１回	 

平成 25 年	 

５月 15 日(水)	 18：30～20：30	 土地利用、防災・防犯、福祉

のまちづくり、住まいと暮ら

し、コミュニティ	 

45 名	 

第２回	 ６月 12 日(水)	 18：30～20：15	 41 名	 

第３回	 ７月 10 日(水)	 18：30～20：15	 35 名	 

第４回	 ７月 31 日(水)	 18：30～20：15	 交通、産業・観光、みどりと

水、農、景観、エコ・環境、

実現方策	 

36 名	 

第５回	 ８月 28 日(水)	 18：30～20：15	 31 名	 

第６回	 ９月 18 日(水)	 18：30～20：15	 36 名	 

第７回	 10 月９日(水)	 18：30～20：15	 都市計画マスタープランの７

つの地域について	 

（第１～第７地域）	 

37 名	 

第８回	 10 月 30 日(水)	 18：30～20：30	 40 名	 

第９回	 11 月 20 日(水)	 18：30～20：30	 36 名	 

第 10 回	 平成 26 年	 ２月 19 日(水)	 18：30～20：30	 まとめの会	 29 名	 
※参加者延べ 366 名	 

	 

Ⅱ	 区政モニター懇談会	 

開催回数	 開催日時	 開催場所	 テーマ	 参加者数	 

第１回	 

平成 25 年	 

９月 12 日(木)	 
19：00	 

～20：30	 
練馬区役所	 練馬の魅力を活か

したまちづくりに

ついて	 

12 名	 

第２回	 ９月 13 日(金)	 
19：00	 

～20：30	 

石神井公園区民

交流センター	 
８名	 

	 

Ⅲ	 まちづくり学生ワークショップ	 

開催日時	 開催場所	 テーマ	 参加者数	 

平成 25 年	 

10 月 29 日(火)	 
14：40～16：10	 武蔵大学	 

練馬の「魅力をアップする方法」「キャ

ッチフレーズ」を考える等	 
17 名	 

	 

第２部	 住民グループによる提案等	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ～行政と住民との協働によるまちづくりの事例集～	 

開催回数	 開催日	 内容	 

第１回	 

平成 25 年	 

７月 17 日(水)	 
都市計画マスタープラン自主懇談会の位置づけ・役割について	 

進め方について	 

第２回	 ８月７日(水)	 「まちづくりカルテ」について	 

第３回	 ９月４日(水)	 「まちづくりカルテ」に対する具体的提案について	 

第４回	 ９月 25 日(水)	 

第５回	 10 月 16 日(水)	 
「『まちづくりカルテ』に反映したい具体的提案」の論点整理

について	 

第６回	 11 月６日(水)	 これまでに住民参加・主体で進めてきたまちづくり実績につい

て	 

自主懇談会からの提案のとりまとめについて	 

第７回	 11 月 27 日(水)	 

第８回	 12 月 18 日(水)	 

第９回	 

平成 26 年	 

１月 15 日(水)	 

第 10 回	 ２月 12 日(水)	 
「行政と住民との協働によるまちづくり事例集」のとりまとめ

について	 
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第３部	 まちづくりセンター主催によるねりまちコレカラ集会で出された	 

提案等	 

（１）ねりまちコレカラ集会	 

開催回数	 開催日	 内容	 

第１回	 

平成 25 年	 

３月 20 日(水)	 
「これから 10 年間の住民主体のまちづくりを考える上でのキ

ーワード（視点）」についての話し合いと共有	 

第２回	 11 月 23 日(土)	 
「これから 10 年で住民主体のまちづくりを進めていく上での

コツ」についての話し合いと共有	 

第３回	 平成 26 年	 ３月 21 日(金)	 
「これから 10 年で住民主体のまちづくりを進めていく上での

コツ」についての掘り下げとまとめ	 

	 

（２）まちづくり講座	 

開催回数	 開催日	 内容	 

第１回	 平成 25 年	 ９月 28 日(土)	 「わたしのまちづくり」３人の方法	 

第２回	 平成 26 年	 ３月８日(土)	 私たちの居場所づくり	 ～まちとのつながりを創る～	 

	 

（３）まちづくりカフェ	 

開催回数	 開催日	 内容	 

第１回	 

平成 25 年	 

１月 25 日(金)	 
元まちセンスタッフが語る	 まちセンのできるまで・できたあ

と	 

第２回	 ２月 12 日(火)	 U35 まちづくりワカモノ会議	 

第３回	 ５月 19 日(日)	 まちの風土と暮らしを心地よくつなぐ	 『いち』	 

第４回	 ６月 21 日(金)	 子育てサロンで地域デビュー	 

第５回	 ７月 19 日(金)	 図書館、まちづくり的大活用！	 

第６回	 ９月 20 日(金)	 
町会座談会	 心地よく安心して暮らせる地域づくりを語りあ

う	 

第７回	 10 月 18 日(金)	 
活動拠点を開くって	 どういうこと？	 ～暮らしとまちがつな

がる	 まちなかスペース活用法～	 

	 

※ねりまちコレカラ集会は、都市計画マスタープランの改定に連動して、これからの 10 年間のまちづくりの

方向性を確認するために開催されました。	 

※まちづくり講座・まちづくりカフェは、都市計画マスタープランの改定内容や区民意見交換会の参考とな

るテーマを取り上げ開催されました。	 

	 




